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条件付き一般競争入札公告 

 

 次のとおり「無菌米飯生産工場新築工事(コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業)」

について条件付き一般競争入札を実施しますので、公告致します。 

 

令和２年９月１７日 

株式会社ジャパン・パックライス秋田 

代表取締役 涌井 徹 

 

１．入札に付する事項 

（１）工 事 名  無菌米飯生産工場新築工事 

(コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業) 

（２）工事場所  秋田県南秋田郡大潟村西 4丁目 94番地 地内 

（３）工  期  本建物 

         着 工 予 定 日 令和 2 年 10 月 14 日（水）（大安）（建築工事） 

         引 渡 予 定 日 令和 3年  3月 22日（月）（大安） 

         製造開始予定日 令和 3年  4月 14日（水）（大安） 

         （但し、令和 3年 1月 22日（金）より別途工事等に着工できる      

          事とし、また関係官庁の検査は令和 3年 3月 12日（金）までに 

          完了する事。） 

（４）工事概要  鉄骨造平屋建 敷地面積  ≒7305.77㎡ 

延床面積   2864.50㎡ 

                建築面積   2866.50㎡ 

         工 事 範 囲  令和 2 年 9 月 17 日（木）公開の設計図、共通事項、 

日本建築家協会、国土交通大臣官房官庁営繕部監修 

建築、電気設備、機械設備共通仕様書に基づく施工、 

              管理とする。 

１）建築工事（該当、機械基礎等含む） 

２）設備工事（電気、空調、給排水衛生） 

３）外構工事 

（５）設定価格有（非公開） 

（６）入札の制限特になし 

（７）入札の方法 

   本工事における条件付き一般競争入札参加資格確認書及び入札書等の提出は

各々郵送（書留郵便に限る。）または持参により行う。具体的な手続き等につい
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ては、3及び 7に示すとおりである。   

２．入札参加資格 

入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

（２）令和 1・2年度大潟村建設業者等級格付け名簿の建築一式工事Ａ級が搭載されて

いること。 

（３）建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条の規定による建設業の許可（建築一

式工事を受けていること。 

（４）建設業法による営業停止期間中でないこと。 

（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民

事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく民事再生手続き開始の申立てがな

されている者（手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（６）入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、「大潟村建

設工事入札参加資格者指名停止基準」に基づく指名停止の措置を受けていない

こと。 

（７）建設業法第 3 条に基づく主たる本店、支店又は営業所を秋田市・潟上市・男鹿

市・南秋田郡・山本郡三種町に有すること。 

（８）資格を有する者を監理技術者又は主任技術者として本工事に専任で配置できる

こと。 

（９）秋田県税、市町村税に滞納がないものであること及び社会保険に加入し、かつ社

会保険料に滞納がない者（適用除外事業所を除く。）であること。 

 

３．入札参加資格確認書等の提出等 

  （１）入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認書及び入札参加資格確認資

料（以下「入札参加資格確認書等」という。）を次により提出しなければならな

い。 

     ①提出書類等 

      条件付き一般競争入札参加資格確認書（様式第 2号の 1） 

及び入札参加資格確認資料（上記申請書記載の提出書類） 

     ②提出場所 

       株式会社ジャパン・ライスパック秋田 

      秋田県大潟村字西 4丁目 88番地       に 1部持参すること。                                                              

     ③提出期間 

      令和 2年 10月 8日（木）午前 11時まで 

     ④用紙の配布 

      株式会社ジャパン・パックライス秋田のホームページから入手する。 



3 

 

  （２）入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う

必要がある入札参加者（以下「落札候補者」という。）について行い、その他の

者については確認は行わないものとする。 

  （３）入札参加資格確認書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者 

が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開

札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速や

かに提出しなければならない。書式は任意とする。 

 

４．設計図書等の閲覧 

本工事に係る仕様書、図面、入札説明要綱（以下「設計図書等」という。）の受渡しは、

次により行う。 

なお、入札参加者は設計図書等受取時に条件付き一般競争入札参加申請書（様式第 1号

の１）と設計図書受領予約兼受領書（様式第 1号の２）を提出しなければならない。 

（１）場 所  株式会社 甲設計事務所 

（２）期 間  令和 2年 9月 17日（木） 

令和 2年 9月 24日（木） 

（３）時 間  午前 10時から午後 3時まで 

（４）方 法  ＣＤによる貸出とする。 

（５）その他  上記設計図書等は見積提出時に全て返却すること。 

 

５．設計図書等に対する質問及び回答（時間厳守） 

  質疑 提出日時 令和 2年 9月 24日（木） 午後 3時まで 

     提出場所 株式会社 甲設計事務所 

          TEL ：018-866-2723 

 FAX ：018-866-2724 

MAIL：kinoe@poplar.ocn.ne.jp 

 

     提出方法 質疑書の様式は上記提出場所より入札参加者へメール添付にて送信 

 する。 

入札参加者は事前に上記メールアドレスまで送信希望先のメールア

ドレスを知らせることとし、配布された様式にて電子メールで質疑

書を提出すること。 

又、質疑のない場合もその旨を記載した質疑書を電子メールで提出

すること 

          ※電話等による質疑は不可とする。 

  応答 回答日時 令和 2年 9月 29日（火） 午後 3時まで 
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     回答場所 上記回答日時までに入札参加者へ電子メールにて送信する。 

          ※入札参加者は回答が届き次第速やかに受取確認を電子メールにて

提出場所へ送信すること。 

 

６．入札保証金及び契約保証金 

  （１）入札保証金 

     免除する。 

  （２）契約保証金 

     免除する。 

 

７．入札書提出（時間厳守） 

  日  時 令和 2年 10月 8日（木） 午前 11時まで 

宛  名 株式会社ジャパン・パックライス秋田 

  提出場所 秋田県大潟村字西 4丁目 88番地 

  提出内容 下記書類を密封の上持参すること。 

（1）入札書                       1部 

（2）見積書（別紙内訳書に基づく内訳明細書とする。）  2部 

（3）工程表                      2部 

（4）設計図書等（返却）                1式 

※提出書類が不備、不適当な場合は失格とする。 

 

  そ の 他 （１）入札に記載する金額 

          落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100

分の 10に相当する金額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額と

するので、入札者は、消費税に係る課税事業所であるか免税事業所 

          であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当

する金額を入札書に記載すること 

       （２）その他 

          入札執行回数は、1回とする。 

          開札の結果、入札参加者が１者であった場合であっても、入札を執行

するものとする。 

 

８．落札者の決定方法 

  （１）予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補 

者とする。 
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  （２）（１）の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確

認された場合であって次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落

札者とする。 

     ①落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき 

     ②落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ

れがあって著しく不適当であると認められるとき 

  （３）（２）によっては落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入

札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者とし、（２）の確認

等を行うものとする。 

  （４）落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 

  （５）落札結果については、開札日より 7日程度後にジャパン・パックライス秋田のホ 

ームページにて公表する。 

 

９．入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１） 入札参加資格がないことが確認された者のした入札 

（２） 開札日から落札決定の日までの間において、2 に掲げる要件を満たさないこと

が確認された者のした入札 

（３） 談合その他不正行為によって行われたと認められる入札 

（４） 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首票金額

を訂正した入札 

（５） 記名押印を欠く入札 

（６） 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 

 

１０．配置予定技術者について 

  （１）落札者は、入札参加資格確認書等に記載した配置予定技術者を当該工事の現 

場に専任で配置しなければならない。 

  （２）入札参加者は、他の工事の入札において落札したことにより入札参加資格確認書

等に記載した配置予定技術者を本工事に配置することができなくなった場合は、

その旨を速やかに報告しなければならない。 

  （３）本工事に技術者を配置することができなくなった入札参加者がすでに落札決定さ 

れているときは、当該入札参加者の入札は無効とみなすものとする。 

 

１１．その他 

  （１）入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。 
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  （２）入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合に 

     は説明を求めることがある。 

  （３）工期は、事情により変更することがある。 

  （４）本入札においては、最低制限価格制度を適用する。（非公開） 

  （５）落札決定から契約締結までの間において、落札者が 2に掲げる要件を満たさない 

こととなった場合は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 

  

１２．入札及び工事に関する問い合わせ先 

   株式会社 甲設計事務所 

   TEL ：018-866-2723 

 FAX ：018-866-2724 

MAIL：kinoe@poplar.ocn.ne.jp 

 



（様式第１号の１） 

 

条件付き一般競争入札参加申請書 

 

令和  年  月  日 

株式会社 ジャパン・パックライス秋田 

代表取締役 涌井 徹 様 

所 在 地                  

商号又は名称                

代表者職・氏名             印 

 

 令和２年９月１７日付けで入札公告のありました下記工事に係る入札に参加を希望しま

すので申請します。 

 また、入札公告に記載された入札参加資格をすべて満たしていること及び本申請に係る

提出書類のすべての記載事項については、事実と相違ないことを誓約いたします。 

 

記 

 

１ 開札予定日      令和２年１０月８日（木）午後 1時 

２ 工 事 名      無菌米飯生産工場 新築工事 

(コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当者連絡先】    

株式会社 甲設計事務所 

TEL 018-866-2723 

FAX 018-866-2724 



（様式第１号の２） 

設計図書受領予約兼受領書 

 

令和  年  月  日 

株式会社 ジャパン・パックライス秋田 

代表取締役 涌井 徹 様 

所 在 地                  

商号又は名称                

代表者職・氏名             印 

 

 下記工事に係る設計図書の貸与を希望します。 

 

記 

１ 開札予定日      令和  ２年１０月８日（木） 

２ 工 事 名      無菌米飯生産工場 新築工事 

(コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業) 

３ 受領希望日      令和  年  月  日 

※設計図書の受領は月曜日から金曜日（祝日を除く）の午前１０時から午後３時 

までとする。 

４ 場 所       株式会社 甲設計事務所 

 

【担当者連絡先】    

株式会社 甲設計事務所 

TEL 018-866-2723 

FAX 018-866-2724 

―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・― 

 上記の設計図書を受領しました。なお、設計図書の滅失、損傷等につき一切の責任を負

い、返還することを約します。 

 

 受領日  令和  年  月  日 

 

受領者氏名             印 

※本受領書の提出にあたっては、代表者の方の記名押印が必要です。また、受領にあたっては、

この用紙を持参してください。 


